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メインプレーヤーから触媒へとグループ全体
が大きく舵を切った2015年

◆昨年は新たな中期経営戦略のもと，どのような実績を
残されましたか．
私たちは自らがメインプレーヤーであるという感覚を

捨て，触媒という立場に身を置こうとグループ全体の意
識改革を図りました．NTTグループ全体の大きな動き
として，201₅年 ₅ 月に中期経営戦略「新たなステージを

めざして2.0」を発表しました．大きな柱は 2 つです．
1 つはバリューパートナーをめざした自己変革と利益成
長．もう 1 つはB2B2Xモデルをさらに推進し，新しい
ビジネスや市場開拓をめざすことです．

自己変革の事例の 1 つとして，NTT東日本 ・ 西日本
では光コラボレーションモデルの開始があげられます．
多くの通信事業者以外のパートナーとも協力してお客さ
まに新しい価値を提供し始めることができました．さら
なる工夫も必要ですが，まず順調なスタートが切れたと
いえます．

メインプレーヤーから触媒へとグループ全体
が大きく舵を切った2015年

One for All, All for Oneの
精神で挑む新たな価値創造
――感性を活かしてサービス
の「普及」をめざそう

中期経営戦略「新たなステージをめざして

2.0」を掲げ，自己変革と利益成長に挑んだ

NTTグループ．AI，IoT，セキュリティ等，世

界的に注目度の高い分野でのNTTグループの

技術開発，社会貢献に期待が寄せられています．

新年にあたり，今年の抱負と新たな価値創造へ

の具体的な取り組みについて，篠原弘道NTT

代表取締役副社長に伺いました．

トップインタビュー
篠原  弘道　NTT代表取締役副社長　研究企画部門長
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流通基盤総合研究所長を経て，2009年NTT取締役研究企画
部門長，2012年NTT常務取締役研究企画部門長，2014年 6
月より現職．
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研究開発，技術開発もこの展開に合わせてネットワー
クのシンプル化等でコスト効率化に取り組み，新しい
サービスに必要な技術を「エンジン」として準備すると
ともに，グループ会社やいろいろなパートナーとのコラ
ボレーションやオープンイノベーションに取り組みまし
た．例えば，着るだけで生体情報を取得できる機能素材
“hitoe” があげられます．2014年12月にNTTドコモが
hitoeを活用したトレーニング支援サービス「Runtastic 
for docomo」の提供を実現しましたが，それに満足する
ことなくNTTコミュニケーションズが大林組やJALな
どの現場スタッフのための安全管理システムの実証実験
を開始しています．さらにNTTデータが米国のインディ
レースにおいて，ドライバーのコンディションをリアル
タイムに計測するためのツールとしてhitoeの活用を実
現するとともに，国内では防衛省の戦闘機模擬環境にお
いて，パイロットの心拍，筋電などを測定するための活
用など，hitoeの可能性をこの 1 年で大きく広げること
ができました．

このようなことからグループ全体が，「コラボレーショ
ン」をキーワードに新しい方向へ向かって大きく舵取り
をした 1 年と評すことができるでしょう．
◆NTTグループという巨大な組織を動かそうとすると
き，膨大なエネルギーが必要になると思います．どの
ようにして足並みをそろえたのでしょうか．
新しい価値観へ向かおうとするとき，すべきことを指

示して動いてもらうか，問題意識を共有し，目的に「共
感」して動いてもらうか，という 2 つのやり方があると
思いますが，私は，時には指示も大切ですが，目的や考
え方に共感し，次回以降に挑むべき問題にもどう取り組
めば良いかを 1 人ひとりに考えてもらうことが大切だと
思っています．例えば各社の技術開発担当責任者を招集
し, 互いの研究開発計画を共有し，共通で開発すべきこ
とを議論する取り組みを始めておりますが，利益創出ス
ピードの加速を見据え，技術開発の立場から新サービス
を生み出し無駄を排除するため，各社で共有できる技術
を確認するなど，成果が出始めています．これら 1 つひ
とつの成功体験が，継続的，自発的な活動を展開するこ
とにつながっていくと思います．

新しい価値創造のために人も技術も連携させる

◆昨年の取り組みを受けて本年はどのように展開されるの
でしょうか．
1 つはグループの成長のための新しい価値創造にしっ

かりと取り組んでいくこと．そして，B2B2Xモデルの

構築も加速させたいですね．研究開発の立場からいうと，
エンジン（技術）の共通化を推進することが重要です．
例えば昨年は，Sota（ソータ）をはじめとするさまざま
なコミュニケーションロボットへの取り組みを行ってき
ましたが，それらに入っている自然言語処理技術などの
技術は，従来はそれぞれに個別対応していました．しか
しそれでは無駄な費用がかかり，開発のスピードも下
がってしまうので，今後は共通化をさらに推進していき
ます．

もう 1 つは，「ハイブリッド開発」の加速です．これ
までも，「机を並べて」と銘打って，グループ各社の方々
と一緒に開発を進め，より充実したサービスを生み出し
ていましたが，今年は研究からマーケットへ提供するス
ピードをさらに加速させていきます．早い段階から一緒
になった取り組みを進め，マーケットの求めていくもの
を目標に開発を進めていきます．さらに，現時点でお客
さまが気付いていない部分も想定しプロジェクトに盛り
込みたいですね．お客さまに言われたことだけではなく
て，こちらが見通しを立てて対応していく力を備えてお
きたい．将来を見据えて今を展開する．まずは考えるク
セをつけていきたいですね．

従来，ネットワークについてはより質の高いものを追
求してきました．しかし，今のお客さまのニーズを踏ま
えると，そのニーズに合わせてネットワークをシンプル
にして，運用や保守にかかわるコストを効率化していく
ことがグループ全体の利益成長の観点から必要になって
きます．その実現のため，昨年 2 月にNetroSphere構想
を発表しました．その直後から着々と仲間づくりを進め
てきましたが，これを具現化する年にしたいと思います．

そして，グローバル ・ クラウドサービスにおける利益
創出に向け，NTT Innovation Institute, Inc.（NTT I₃）
の開発成果を具体的にマーケットに展開していきたいと
思います．そのためには，日本側の研究所との連携もさ
らに深めていきます．

新しい価値創造のために人も技術も連携させる
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◆AIやIoT，セキュリティなど注目が集まるキーワード
についてはどのように挑まれますか．
かつて，一部の人間しか扱えなかったスーパーコン

ピュータの性能は現在スマートフォンで実現され，多く
の人が手のひらに載せて当たり前のように使っていま
す．技術の発展は目覚ましいものですが，それによって
人間の暮らしが豊かになったとは一概にはいえません．
AIに関しても，まだまだ社会を変革できるレベルには
なっていません．人のある部分を効率的にし，単に利便
性を向上させるだけではなく，多くの人が真の意味で生
活が豊かになることで，社会が豊かになることをめざし
たいと思います．詳細については2016年 2 月のNTT 
R＆Dフォーラムで発表しますが，私たちが取り組んで
いるAIは 4 つの領域に分割して定義しています．人間
の代わりに何かをしてくれるAgent-AI，IoTにも関連す
る大量データに基づくAmbient-AI，ネットワークと連
携するNetwork-AI，人に優しいHeart-Touching-AIにつ
いて考えていこうと思っています．今後AIをどのよう
に利用したら私たちの生活にプラスに働くのかさらに追
求していきます．

一方，IoTと一口に言っても適用領域によって要求条
件はさまざまです．今年はパートナーとのコラボレー
ションによって，具体的な事例を積み上げていきたいと
思います．その際にはデータが一番重要になってきます．
データは機械だけではなく，個人やその属性にかかわる
ものもありますので，いかにデータを提供いただくか，
提供していただいたデータをいかに安全に活用するか，
いかに組み合わせるか等，さまざまな観点から注意を払

い臨まなければなりません．加えて，技術だけでなく，
データからさらに新しい価値を生み出せるかが大事で，
その点でサイロ型でデータを集めるだけではだめで，ど
うデータを連携させるかも非常に重要になってくると思
います．

セキュリティに関しては，まずNTTグループ内のセ
キュリティ人材育成強化として，2020年までに国内約 1
万人のセキュリティ人材を創出するという目標を掲げて
おり，昨年，第 1 回のセキュリティ資格認定を終えたと
ころですが，順調に進んでいます．しかし，2020年を考
えた場合，通信事業者のみではなく，すべての重要イン
フラにかかわる事業者の方もセキュリティ対策に取り組
む必要があります．いまや，工場や鉄道など，すべての
ものがネットワークにつながっています．セキュリティ
対策は将来の成長のための投資であり，経営課題です．
すべての企業が，守るべきものがどこにあるのかを把握
し，自己のセキュリティ対応力を認識していく必要があ
ります．そこで，日本のセキュリティ人材育成の貢献と，
情報共有の推進をめざし「産業横断サイバーセキュリ
ティ人材育成検討会」を昨年 6 月に立ち上げました．具
体的取り組みの 1 つとして，現在，40社あまりの参加企
業から各社のセキュリティ人材育成の取り組みや社内研
修の事例を紹介いただき，意見交換し，他社の状況を共
有することで自らが抱えている課題の再認識や解決策の
気付きなどの場として活動しています．「自分のところ
は大丈夫」と思われていた企業も，今では危機感を持た
れてセキュリティ強化に取り組まれています．今年はさ
らに，グローバルなテレコム ・ キャリアともセキュリ
ティに関する情報共有を進め，連携を深めていきたいと
考えています．

最後に，2020年に向けた取り組みとしては，昨年の
NTT R&Dフォーラムにおいて，PoC（Proof of Concept：
コンセプト検証）をご覧いただきましたが，次は実際に
ご覧いただいた方々とともに今後何をしていくかを具現
化していくような方向につなげていきたいと考えていま
す．そのためには，人に物事を伝えることのできるより
価値の高い表現力が必要になっていきますが，今後は優
れた感覚や経験，感性を持った方とのコラボレーション
が大切になるでしょう．特に，外国人に日本の文化を伝
えるような場合は，餅は餅屋といいますが，私たちは技
術には長けていても，文化を伝えるときにはもっと優れ
た感覚や経験，感性を持った方が存在します．その文化
におけるプロフェッショナルやその文化に携わる方との
力を借りることでより価値の高い表現が生まれるのでは
ないかと考えます．
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新しいモノを生み出すときに大切にしたい
「普及」させるという覚悟と努力

◆社員の皆さんに一言お願いします．
今年はコラボレーションの真価が問われる年です．コ

ラボレーションは強みの足し算です．ややもすると，自
分ができることは自分で行い，自分のできない部分を相
手に任せがちです．自分はできるけれど，あえてしない
勇気を持ちましょう．強いものをつくっていくために切
り捨てなければならないこともあります．自制心との戦
いです．そのためには，パートナーと「対等な会話」が
できる関係性を築きたいのです．これは簡単なようで難
しい．対等な関係は常に不安定なものではありますが，
常に胸に刻んでおいてほしいと思います．

そして，新しいモノを生み出すと同時に，普及させて
いくことも視野に入れてほしいですね．普及させるため
には生み出すのとは違う覚悟と努力が必要です．自分が
世の中に足跡を残すのは気持ちの良いことです．皆さん
1 人ひとりが，私たちの生み出した価値あるサービスを
さらに広めるためにはどうしたら良いかを考えてくださ
い．同じ「普」という文字を使う普遍性という言葉があ
りますが，既存のモノに価値を持たせて普遍的なモノに
仕上げるのか，新しい普遍性を見出すのかでも取り組み
方は異なります．これにも挑戦しなくては面白くない
じゃないですか．

職場で過ごす時間が₃0年とすれば，その間ずっと勝ち
続けることはありえないことです．負けるときもあるの

です．自らの勝
敗 に こ だ わ ら
ず，物事を会社，
社会全般にとっ
てどうあるべき
かを考えてほし
いですね．

さ ら に い え
ば，100件 取 り
組んで，₉0件が
失敗だったとし
ます．これは₉0
件失敗したので
はなくて残りの
10件の成功を生
み出すための過
程だったとも考
えられるのです．これもグループ全体でみれば，他の部
署の失敗に基づき，別の部署が成功を収めたという言い
方もできます．失敗は立派な努力をした証なのです．失
敗を恐れずチャレンジしましょう．

ところで，ラグビー人気が高まっていますね．ラグビー
のOne for All, All for Oneの精神に代表されるように，
個人の力もさることながら，チームの力の大きさを感じ
られたのではないでしょうか．グループ全体をチームと
考えて時代に挑んでいきましょう．

 （インタビュー：外川智恵／撮影：大野真也）

新しいモノを生み出すときに大切にしたい
「普及」させるという覚悟と努力

インタビューを終えて
相変わらずネクタイとメガネ，スーツを抜群のセンスでコー

ディネートされている篠原副社長．今回は，実直，信頼を思わせ
るブラウンが基調でした．インタビューの最後に「実は，夏くら
いから太ってね．毎朝 2 つのことに取り組んでいるのですよ」と
目を細められました． 2 つのこととはラジオ体操とスクワット．

「膝がつま先よりも前に出てしまってはいけない」そう言って，
なんとシワ 1 つないスーツで実演してくださいました．実際に体
験すると簡単そうに見えてかなりハードな体勢です．諸説ありますが，物事を習慣づけるのには 2 週間以上の継
続が大切といわれます．激務の中でハードなトレーニングを継続された篠原副社長の意志の強さを感じた瞬間で
した．ちなみに，正しいスクワットの方法はネット検索でつかまれた情報とのこと．常に新しい情報を探されて
いるフットワークの軽さと溢れる好奇心は，こんな一面にも反映されているのですね．


